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【概要版】 
⽶国―インド産熱延鋼板に対する相殺関税措置 

（DSU21.5 条履⾏確認パネル報告 WT/DS436/RW 配布⽇ 2019 年 11 ⽉ 15 ⽇） 
 

平⾒ 健太（早稲⽥⼤学） 
 
I. 事案の概要 

l 原審のパネルおよび上級委員会報告書は、インド産熱延鋼板に対する⽶国の相殺関税
（CVD）調査および 1930 年関税法の関連規定が、補助⾦協定 1.1 条（a）（1）、2.1 条
（c）、12.7 条、14 条、15 条、22.5 条に違反することを認定し、両報告書は 2014 年 12

⽉ 19 ⽇に DSB により採択された（合意された RPT の期限は 2016 年 4 ⽉ 18 ⽇）。 

l 以上を受けて、⽶国商務省（USDOC）および⽶国国際貿易委員会（USITC）は、DSB 勧
告および裁定の対象となる CVD 措置につき再調査⼿続（129 条⼿続）を実施した。し
かしインドは、⽶国の再調査⼿続やそれ以前の⾏政レビュー、1930 年関税法の関連規
定（19 USC § 1677(7)(G)(i)(III)）が依然として補助⾦協定に違反するものであるとして、
本件について 2017 年 6 ⽉ 5 ⽇に協議要請を⾏い、履⾏確認⼿続を開始した。 

 

II. 主要論点と結論 

公的機関（補助⾦協定 1.1 条（a）（1）） 

【論点】 ①鉱物開発公社（NMDC）が政府機能を遂⾏しているとする USDOC の認定の
是⾮。②NMDC のミニラトナとしての地位が公的機関性判断に与える影響の有無。 

【結論】 ①USDOC は鉄鉱⽯を含む公的資産開発の⼿配がインド政府の機能であること
を種々の証拠にもとづき認定しており、当該政府機能を NMDC が担い、遂⾏しているこ
とを適切に認定している（paras. 7.57-58）。②ミニラトナの地位によって付与される NMDC

の⾃律性の範囲や性質は、本件で問題となっている NMDC の活動にインド政府が関与し
ていないという推論を導く根拠にはならない。また、当該地位はインド政府が NMDC を
公共セクター企業として扱っていたことを⽰している（paras. 7.67-68）。 

利益（補助⾦協定 14 条（d）） 

【論点】 USDOC は国内価格情報を退ける際に誤った法的基準を適⽤したか。 

【結論】 該当の国内価格情報は暫定的・⾒積価格であったところ、この種の価格は市場
原理による変動の余地があり、それゆえ基本的には、14 条（d）における「⼀般的な」市
場の状況を⽰すものにはならない。本件にて USDOC が、以上の国内価格情報が市場価格
を反映したものか否かを慎重に検討し、それを肯定する追加的情報の⽋如を理由にベンチ
マーク性を否定したことは、14 条（d）のもとで許容される（paras. 7.119-121）。 

利益（補助⾦協定 14 条（b）） →  履⾏確認パネルの管轄権の射程に関する論点 

【論点】 上級委員会が原審パネルの認定を覆したが法的分析を完了できなかった論点
について、紛争当事国はいかなる場合に履⾏確認⼿続に請求を提起しうるか。 
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【結論】 原審にて上級委員会は、パネルの法解釈上の誤りを理由に認定を覆しているが、
パネルの事実認定⾃体は覆されておらず、当該事実認定は DSB によって採択されている。
よって、インドの請求は当該事実認定に関する DSB 裁定の最終性を害することになるた
め、履⾏確認⼿続の範囲外である（paras. 7.171-173）。 

特定性（補助⾦協定 2.1 条（c）） 

【論点】 鉄鉱⽯および⽯炭の採掘権に関する特定性評価に際して、USDOC は「経済活
動の多様性の程度」と「期間の⻑さ」の要素を考慮したか。 

【結論】 USDOC は個々の補助⾦制度を特定することなく「多様性の程度」を評価して
いるが、本件の事情にかんがみると、かかる評価は上記 2 つの補助⾦制度にも等しく適⽤
される。他⽅、「期間の⻑さ」については、USDOC が当該要素を検討した形跡はない。よ
って、「期間の⻑さ」を考慮しなかったことにより、USDOC は補助⾦協定 2.1 条（c）に違
反する（paras. 7.212-223） 

⽶国の履⾏措置の存否（DSU21.5 条） 

【論点】 原審にて 19 USC § 1677(7)(G)(i)(III)の as such 違反が認定されたが、⽶国は
USDOC の約束（CVD⼜は AD の同⽇調査を⾃発的には開始しないとする約束）を通じて
DSB 裁定を履⾏したと主張。上記違反認定に関する⽶国の履⾏措置は存在するか。 

【結論】 法令の修正がなく、WTO 違反認定に関連する他の何らかの「変化」も⽰され
ていない以上、本件に関する履⾏措置が存在するとはいえない（paras. 7.309-315, 7.319）。 

因果関係および不帰責（補助⾦協定 15.1 条、15.5 条） 

【論点】 USITC は不帰責分析において、中国等 6 カ国からのダンピング輸⼊（補助⾦
交付なし）の損害効果を適切に検討したか。 

【結論】 USITC は、CVD 調査の対象にならないすべての輸⼊産品を単⼀のグループと
してその影響を検討し、AD 調査の対象産品と貿易救済⼿続の対象になっていない産品を
区別せずに数量や市場シェアの低下を分析した。よって、当該ダンピング輸⼊を国内産業
に損害を及ぼす要因として評価したとはいえず、補助⾦協定 15.1 条、15.5 条に違反する
（para. 7.389-395）。 

 

III. 本件判断の意義 

l 「公的機関」（補助⾦協定 1.1 条（a）（1））に関して、本件パネルは先例の⽰した解釈論
を踏襲しつつ、他の関連する論点について⼀定程度明確化を⾏った。 

l 公的機関の認定に際して従来「政府⽀配」アプローチを採⽤してきた⽶国調査当局が、
本件再調査においては WTO先例に沿った「政府権能」アプローチを事実上採⽤し、結
果的に協定整合性が認定されているが、こうした⽶国調査実務の変化は注⽬される。 

l 「利益」（補助⾦協定 14 条（d））に関して、暫定的・⾒積価格のような「現実のもので
はない（non-actual）」国内価格が妥当なベンチマークたりうるかにつき、判断枠組が⽰
された（翻って、国外価格に依拠しうる場合の明確化にも寄与）。 

l 原審にて as such 違反を認定された国内法令に関して、法令の修正を伴わない履⾏措置
がいかなる場合に認められうるかにつき、⼀定の⽰唆が⽰された。 
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⽶国―インド産熱延鋼板に対する相殺関税措置 
（DSU21.5 条履⾏確認パネル報告、WT/DS436/RW、配布⽇ 2019 年 11 ⽉ 15 ⽇） 

 

平⾒ 健太（早稲⽥⼤学） 

 

I. 事案の概要 

l 原審のパネル報告書1および上級委員会報告書2は、インド産熱延鋼板に対する⽶国の

相殺関税（以下、CVD）調査および 1930 年関税法の関連規定が、補助⾦協定 1.1 条

（a）（1）、2.1 条（c）、12.7 条、14 条、15 条、22.5 条に違反することを認定し、両報

告書は 2014 年 12 ⽉ 19 ⽇に紛争解決機関（以下、DSB）により採択された（RPT の

期限は 2016 年 4 ⽉ 18 ⽇）。 

l 以上を受けて、⽶国商務省（以下、USDOC）および⽶国国際貿易委員会（以下、USITC）

は、DSB 勧告および裁定の対象となる CVD 措置につき再調査⼿続（ウルグアイ・ラ

ウンド法 129 条⼿続）等を実施した。 

l しかしインドは、⽶国の当該再調査⼿続やそれ以前に実施された⾏政レビュー、1930

年関税法の関連規定（19 USC § 1677(7)(G)(i)(III)）が依然として補助⾦協定に違反す

るものであるとして、本件について 2017 年 6 ⽉ 5 ⽇に協議要請を⾏い、履⾏確認⼿

続を開始した。 

 

II. ⼿続の経緯 

l 2014 年 12 ⽉ 19 ⽇  原審パネルおよび上級委員会報告書の採択 

l 2017 年 6 ⽉ 5 ⽇   協議要請 

l 2018 年 3 ⽉ 29 ⽇   パネル設置要請 

l 2019 年 11 ⽉ 15 ⽇  パネル報告書配布 

l 2019 年 12 ⽉ 18 ⽇  ⽶国による上訴決定の通知 

 

 
1 原審のパネル報告書の概要と評釈については、末啓⼀郎「⽶国によるインドからの熱間圧延鋼板の輸⼊
に対する相殺関税措置」経済産業省『WTOパネル・上級委員会報告書に関する調査研究報告書（2014年
度版）』を参照。 
2 原審の上級委員会報告書の概要と評釈については、⼩寺智史「⽶国によるインド産熱間圧延鋼板の輸⼊
に対する CVD 措置」経済産業省『WTOパネル・上級委員会報告書に関する調査研究報告書（2015年度
版）』を参照。また、原審のパネル報告書と上級委員会報告書を併せて評釈したものとして、上野⼀英
「WTOアンチダンピング等最新判例解説 7 相殺措置調査における公的機関性、市場ベンチマークの判断
基準、ファクツ・アベイラブル及び累積的評価」『国際商事法務』44巻 1号（2016年）71-78⾴。 
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III. パネル判断の概要 

1. 公的機関（補助⾦協定 1.1 条（a）（1）） 

（1） 公的機関に関する法的基準および証拠上の基準 

l 上級委員会が判⽰するように、補助⾦協定 1.1 条（a）（1）上の公的機関とは、「政府

権能（governmental authority）を保持し、⾏使し、または付与されている団体」でな

ければならず、ある団体の公的機関該当性を評価するためには、「当該団体が政府機

能を遂⾏する権能を付与されているか否か」が問題となる。他⽅、ある団体とその

⾏為に対して政府が「有意の⽀配（meaningful control）」を及ぼしているとする証拠

は、⼀定の場合には、当該団体が政府権能を保持し⾏使していることの証拠となり

うる。したがって、公的機関性を評価するうえで調査当局は、ある団体に対する政

府の「有意の⽀配」を⽰すだけでは⼗分でなく、当該団体が政府機能を果たしてい

ることを⽰さなければならない（paras. 7.19-22）。 

l 団体の⾃律性を⽰す証拠は、当該団体と政府の関係に光を当てるものではあるが、

かかる証拠によって当該団体の公的機関性が直ちに否定されるわけではない。むし

ろ、⾃律的活動を可能とする法令上の権限移譲は、公的機関であることを⽴証する

⼀⼿段である（para. 7.23）。 

l 団体が商業的に⾏動しているか否かは、公的機関性の判断にとって無関係ではない。

たとえば、ある団体の活動が収益の最⼤化を⽬指すものではない場合、こうした事

実は、当該団体が政府機能を⾏使しているとする推論を導く他の証拠の裏付けとな

りうる。しかし、こうした指摘を超えて、⾏為の商業的／⾮商業的性格に関する証

拠の位置づけについて画⼀的な規則を設けることは、条⽂上の基礎を⽋く以上、軽

率である（para. 7.24）。  

l 公式的な⽅法を通じて団体を管理する傾向のある加盟国とそうでない加盟国とのあ

いだで公的機関に関する証拠上の基準に差異を設けることは、当該⽂⾔の適切な解

釈と相容れない。こうした解釈は、条約解釈に通底する⽬的、すなわち条約当事国

の共通の意図への到達を妨げることになる（para. 7.25）。 

（2） 鉱物開発公社（NMDC）が政府機能を遂⾏しているとする USDOC の認定の是⾮ 

l インドは、鉱業がインド法秩序においてのみならず、他の WTO 加盟国においても

政府機能として通常分類されることを⽰す必要がある旨主張するが、かかる証明を

調査当局に要求することは、不可能な証拠上の基準を適⽤するものであり、また、

上級委員会の⽰した基準とも⼀致しない（para. 7.56）。 
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l インドは、政府機能に関する記録上の証拠が採掘権の認可に限定されており、鉄鉱

⽯の採掘活動を含んでいないと主張するが、これは過度に形式的な区別である。

USDOC は、主に Dang Report 上の証拠（インド政府がすべての鉱物資源を所有し、

採掘権の認可に責任を有すること）に依拠しつつ、鉄鉱⽯を含む公的資産の開発を

⼿配することがインド政府の機能であると判断しており、こうした USDOC の判断

は合理的である。この点上級委員会は、「特定の⾏為が公的機関のものかどうかは、

その団体の中核的な特徴や、当該団体と狭義の政府との関係性を評価することによ

り決定されなければならない」とする。本件にて USDOC は、鉄鉱⽯の採掘という

特定の⾏為が政府機能を構成するか否かのみにもとづき決定を⾏ったのではなく、

NMDCとインド政府との関係性を評価する際の⼀要素として鉄鉱⽯の採掘⾏為を検

討しているのであって、かかる評価においては、インド政府が鉱業を実施するため

に NMDC を設⽴し、98％の持分を政府保有として維持している事実等も勘案されて

いる（para. 7.57）。 

l インドは、NMDC のような営利企業がそうであるように、私的領域で活動する団体

は政府機能を⾏使するものとはいえないと主張する。しかし、そもそも補助⾦協定

は、市場への政府介⼊の結果として国内産業が被る損害の救済を促進することを⽬

的としている。このことは、かかる政府介⼊が市場（原理）の作⽤する「領域」に

おいて発⽣し、（その結果として）他の企業に害が⽣じうることを前提としている。

よって、補助⾦協定の⽬的上、活動領域の公私で区別を設ける理由はない（para. 7.58）。 

（3） NMDC のミニラトナ（Miniratna）としての地位の評価の是⾮ 

（a） USDOC はミニラトナの地位とそれに付随する⾃律性についての証拠に妥当な意

義を付与したか 

l NMDC がミニラトナの地位にあるという事実は、NMDC に対するインド政府の

「有意な⽀配」が存在せず、NMDC が⾃律的であることを⽰す証拠となるが、

USDOCはかかる事実に妥当な意義を付与していない旨、インドは主張（para. 7.66）。 

l 証拠によれば、ミニラトナの地位によって付与される⾃律性は、（a）⼀定の投資

および⼈事事項、ならびに（b）年次稼働指標および⽬標の設定に限られており、

とくに（a）の事項は、USDOC がインド政府による「有意な⽀配」の証拠として

認定した事項（価格交渉や輸出規制に関する権限）とは異なるものである。よっ

て、NMDC の享受する⾃律性の範囲や性質は、NMDC の⾏為にインド政府が関

与していないという推論を導く根拠にはならない（para.7.67）。 
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l またミニラトナの地位は、インド政府が NMDC を公共セクター企業として扱っ

ていたことを⽰しており、ゆえに、NMDC のかかる地位が公的機関性判断を裏

付けるとする USDOC の認定は、⼗分な証拠上の基礎を有している（para. 7.68）。 

（b） USDOC はミニラトナの地位に関する追加的証拠を探索し受領すべきだったか 

l インドは、USDOC がミニラトナの地位の法的意味合いにつき追加的証拠を探索

し受領すべきだったと主張するが、上述の通り、USDOC のミニラトナ地位に関

する認定は⼗分な証拠上の基礎を有している。また、補助⾦協定 1.1 条（a）（1）

上、合理的かつ⼗分な（reasoned and adequate）説明を⾏うという基本的要請とは

別に、証拠を探索し受領する義務が存在するわけでもない（para. 7.70-7.74）。 

（c） パネルは「新たな事実情報」を考慮しうるか 

l USDOC の仮決定後にインド政府が提出したケース・ブリーフ（2016 年 3 ⽉ 28

⽇付）に記載されていた、NMDC の公的機関性に関わる「新たな事実情報」をパ

ネル審理の過程で考慮すべき旨、インドは主張（para. 7.77）。 

l USDOC は、こうした「新たな事実情報」の記載を理由に当該ケース・ブリーフ

の受領を拒否している（経緯につき、para. 7.37参照）。補助⾦協定上のパネルの

審査基準をふまえると、調査当局の検討対象になっていない新証拠をパネルが考

慮することは、許容されない新規の審査（de novo review）を招来することになる

（paras. 7.75-77）。 

（4） NMDC に適⽤された輸出規制に関する USDOC の認定の是⾮ 

l USDOC は NMDC 議⻑がインド政府の政策にしたがって鉄鉱⽯の輸出規制を勧告し

ていたと認定しているが、USDOC のかかる認定が補助⾦協定 1.1 条（a）（1）に反

すると、インドは主張（para. 7.79）。 

l NMDC議⻑による上記勧告とその態様は、USDOCの⽤いた証拠から明らかであり、

よって USDOC は、以上の認定を⾏ううえで⼗分な証拠上の基礎を有していたとい

える（paras. 7.83-84）。 

l インドの他の補⾜的主張も説得的ではなく、よってインドは、USDOC の補助⾦協定

1.1 条（a）（1）違反を⽴証していない（paras. 7.86-92）。  

（5） 政府任命の取締役が鉄鉱⽯販売の価格交渉権限を有していたとする認定の是⾮ 

l USDOC は、インド政府により任命された取締役が鉄鉱⽯販売の価格交渉権限を有

していたとする誤った事実認定を⾏ったことで、補助⾦協定 1.1 条（a）（1）に違反

する旨、インドは主張（para. 7.93）。 
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l 記録上の証拠は、議⻑と取締役が価格交渉過程に積極的に関与していたことを⽰し

ており、このことは、取締役会のメンバー、とくにインド政府に任命された議⻑が、

単なるオブザーバーではなくインド政府を代表してNMDCの⽇々の活動に積極的に

関与していたとする USDOC の結論を概ね裏付けるものである（paras. 7.95-98）。 

全体の結論 

l インドは、USDOC の補助⾦協定 1.1 条（a）（1）違反を⽴証していない（para. 7.103）。 

 

2. 利益（補助⾦協定 14 条（d）） 

l インドは、NMDC の⾼品質鉄鉱⽯の販売が「利益」をもたらしたとする⽶国商務省

の判断が、以下の 6 つの理由（以下（2）〜（7））により補助⾦協定 14 条（d）およ

び同条柱書に違反すると主張（paras. 7.104-105）。 

（1） 利益性の判断に関する法的基準 

l 上級委員会の判⽰する通り、対価の妥当性を決定するためのベンチマークは、「⼀般

的な市場の状況」に合致した価格、すなわち、供給国における同⼀または類似の産

品の市場価格（market-determined price）で構成されなければならず、かかる価格が

適切なベンチマークであるとまず推定される。よって、代替的なベンチマークに依

拠する前に、調査当局はベンチマークとして国内市場価格が利⽤可能か否かを決定

し、利⽤できない場合には、その決定を⼗分に説明しなければならない。そのうえ

ではじめて、国外価格（out-of-country price）への依拠が可能となる（paras. 7.111-113）。 

（2） USDOC は国内価格情報を退ける際に誤った法的基準を適⽤したか 

l 国内価格情報が「現実の」取引を反映したものではないことを理由に USDOC が当

該価格を退けたことは補助⾦協定14条（d）違反である旨、インドは主張（para. 7.114）。 

l 上記判断に際して USDOC が⽤いた法的基準は、問題となる価格情報が市場価格を

⽰すものとして信頼に値するかどうか、である。この点、該当の国内価格情報は暫

定的もしくは⾒積価格であったところ、この種の価格は市場原理による変動の余地

が残されており、それゆえ基本的には、14 条（d）における「⼀般的な」市場の状況

を⽰すものにはならない。本件にて USDOC が、上記の国内価格情報が市場価格を

反映したものか否かを慎重に検討し、それを肯定する追加的情報の⽋如を理由に否

定的判断を下したことは、14 条（d）のもとで許容される（paras. 7.119-121）。 

l よって、インドはUSDOCの補助⾦協定14条（d）違反を⽴証していない（para. 7.124）。 
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（3） 鉄鉱⽯輸出協会の価格表に関する事実認定の是⾮ 

l USDOC が、鉄鉱⽯輸出協会の価格表が「現実の取引価格」を反映するものではない

とする理由の説明を怠り客観的評価をしなかった旨、インドは主張（para. 7.125）。 

l しかし、上記価格情報の数字に関するインドの説明等をふまえると、USDOC がこれ

らの暫定的もしくは⾒積価格を、ベンチマークとして信頼に値しないと結論づけた

ことは合理的である（paras. 7.128-135）。 

l よって、インドはUSDOCの補助⾦協定14条（d）違反を⽴証していない（para. 7.137）。 

（4） 国内価格情報に関する客観的検討の有無 

l インドは、USDOC が国内価格情報に関して販売条件等の要素を客観的に検討しな

かったと主張（para. 7.138）。 

l たしかに上記要素に関する USDOC の検討には種々の⽋陥があるが、こうした⽋陥

は、鉄鉱⽯輸出協会の価格表およびタタ社の⾒積価格が市場価格を⽰すものかどう

かを確認するうえでは些細なものである（paras. 7.141-142）。 

l よって、インドはUSDOCの補助⾦協定14条（d）違反を⽴証していない（para. 7.143）。 

（5） 機密性を理由とするタタ社の⾒積価格の不採⽤の是⾮ 

l インドは、USDOC がタタ社の⾒積価格をその秘密性を理由に採⽤しなかったことは

誤りであると主張するが、本パネルは既に、USDOC が当該価格情報を採⽤しないこ

とにつき他の⼗分な根拠を有していたことを認定している。よって、本請求につい

ては訴訟経済を⾏使する（paras. 7.144-145）。 

（6） Tex Report記載の価格を適切なベンチマークとして採⽤したことの是⾮ 

l インドは、USDOC が、国内価格ではなく Tex Report記載の第三国価格を適切なベン

チマークとしたことにつき、合理的かつ⼗分な説明を怠ったと主張（paras. 7.105, 7.146）。 

l 提出された証拠資料、とくに調査段階におけるインド政府および利害関係者の Tex 

Report の扱い⽅に鑑みると、TEX Report 上の価格データが市場価格を⽰すものとす

る USDOC の推論には、合理的な基礎がある（paras. 7.148-151）。 

l よって、インドは⾃らの請求を⽴証していない（para. 7.151）。 

（7） NMDC の輸出価格をベンチマークとして採⽤しなかったことの是⾮ 

l インドは、USDOC が NMDC の輸出価格をベンチマークとして採⽤しなかったこと

は誤りであると主張（paras. 7.105, 153）。 

l 原審の上級委員会は、推定上の「公的機関」の輸出価格をベンチマークとして採⽤

しないことが許容されうるかという問題を直接扱っていないため、ここで新たに検
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討する。推定上の「公的機関」の輸出価格が市場価格を反映したものであることに

つき実証的証拠が存在する場合には、調査当局が当該価格をベンチマークとみなす

ことは不合理ではない。しかし、ある団体の「公的機関」該当性の評価において、

その輸出価格が商業的考慮ではなく政府の政策的考慮に影響されていることが明ら

かになった場合には、調査当局が当該輸出価格をベンチマークとして採⽤しないこ

ともまた合理的である（paras. 7.158-160）。 

l 本件では既述の通り、NMDC の「公的機関」該当性判断の過程で USDOC は、NMDC

の輸出価格の決定がインド政府の政策に影響されていることを⽰す証拠を検討し、

⾃らの判断の根拠とした。USDOC がこうした「公的機関」の決定に照らして当該輸

出価格をベンチマークとして採⽤しないと判断したことは、きわめて合理的である

（paras. 7.157, 161）。 

l よって、インドはUSDOCの補助⾦協定14条（d）違反を⽴証していない（para. 7.165）。 

全体の結論 

l インドは、USDOC の補助⾦協定 14 条（d）違反を⽴証していない（para. 7.166）。 

 

3. 利益（補助⾦協定 14 条（b）） *履⾏確認パネルの管轄権の射程に関する論点 

l インドは、USDOC が 2006 年の⾏政レビュー時に、鉄鋼開発基⾦（SDF）プログラム

の貸付を受ける際の借⼊⼈
かりいれにん

のコストを考慮しなかったことにより、補助⾦協定 14 条
（b）に違反すると主張。なお原審パネルは、本請求のもとになる事実についてのイ

ンドの主張（SDF による徴収は⽣産者⾃⾝の資⾦とみなされるべき）を退けたが、上

級委員会は関連するパネル認定を覆した。しかし上級委員会は、この点につき法的分

析を完了できなかった経緯がある（paras. 7.167-169）。 

l 原審で決定された問題を再度議論するために履⾏確認⼿続を利⽤することはできない。

他⽅で、問題となる措置のうち原審で決定されていない側⾯に関する請求については、

そもそも DSB 裁定に含まれないため、履⾏確認⼿続で当該請求を改めて主張するこ

とは、DSB 裁定の最終性を害さない限り可能である（para. 7.170）。 

l 本件では、原審の上級委員会が、パネルの法解釈上の誤りを理由に認定を覆している

が、パネルの事実認定（上述）を覆したわけではなく、該当の事実認定は DSB によ

って採択されている（paras. 7.171-173）。 

l よって、インドの請求は当該事実認定に関する DSB 裁定の最終性を害することにな

るため、履⾏確認⼿続の範囲外である（para. 7.173）。 
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4. 特定性（補助⾦協定 2.1 条（c））  

（1） ⾼品質鉄鉱⽯の販売に関する
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5. 再調査における新証拠の要請および受領（補助⾦協定 12.1 条） 

l ミニラトナの地位にもとづく NMDC の「強化された⾃律性」、および、タタ社の⾒積

価格に関して、利害関係者に必要な情報を通知せず、関連情報を要請せず、記録を再

吟味し提供された情報を受領しなかったことにより、USDOC が補助⾦協定 12.1 条に

違反する旨、インドは主張（para. 7.224）。 

l 原審において 12.1 条違反は認定されておらず、DSB 裁定も、再調査に際して USDOC

が同規定を再び遵守することを明⽰的には求めていない。したがって問題は、当該DSB

裁定（の履⾏）が、何らかの形で新証拠の要請と受領を必要とするかである（para. 7.225）。 

l タタ社の⾒積価格に関しては、14 条（d）の「市場の⼀般的状況」を反映するもので

はないとする USDOC の判断に⼗分な基礎があることをパネルは既に認定済である。

よって、本請求については訴訟経済を⾏使する（para. 7.226）。 

l ミニラトナの地位に関しては、USDOC に追加的証拠の検討を求める根拠を DSB 裁

定内に⾒出すことはできない。よって、本請求は履⾏確認⼿続の対象外である（paras. 

7.226-228）。 

 

6. 重要な事実の開⽰（補助⾦協定 12.8 条） 

l USDOC が、129 条⼿続上の仮決定において、2 つの「重要な事実」（下記①＆②）を

開⽰せず、その結果インド政府の防御権を阻害したことは補助⾦協定 12.8 条違反で

ある旨、インドは主張（para. 7.229）。 

l 12.8 条第 2⽂によれば、当事者に⾃⼰の利益の擁護を可能ならしめることが開⽰の⼀

つの機能であり、このことは、開⽰の態様がかかる機能を果たすに⾜るべきものであ

ることを⽰唆する（para. 7.238）。 

l ① 14 条（d）の⽂脈におけるインド政府の鉄鉱⽯の輸出規制に関して、公的機関と

しての性格ゆえに NMDC の輸出価格に歪曲（商業的に決定されていない）の可能性

があることを USDOC が検討していたことは、インド政府にとって⼗分に明確であっ

たといえる（paras. 7.240-242）。 

l ② 2.1 条（c）の⽂脈における「期間の⻑さ」と「多様性の程度」に関して、USDOC

は仮決定において⼗分に開⽰しているといえ、現にインド政府は、そのケース・ブリ

ーフにおいて両要因に関して抗弁を⾏っている（paras. 7.243-245）。 

l よってインドは、USDOC の補助⾦協定 12.8 条違反を⽴証していない（para. 7.246）。 
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7. 新たな補助⾦（補助⾦協定 21.1 条、21.2 条） 

l DOC が、2004 年、2006 年、2007 年の⾏政レビューおよび 129 条⼿続において新た

な補助⾦を含めることにより当初の CVD 決定の範囲を拡⼤したことは、補助⾦協定

21.1 条、21.2 条に反する旨、インドは主張（paras. 7.247-248, 252, 264, 271）。 

l ⾏政レビューに関する主張について、原審パネルでインドの同様の主張が退けられて

いるが、かかるパネル認定に対して上訴はなされておらず、ゆえに本論点は既に最終

的に解決している。よって、本請求は履⾏確認⼿続の範囲外である（paras. 7.259-263）。 

l 129条⼿続に関する主張について、まず、鉄鉱⽯の採掘権に関しては、たしかにUSDOC

は、当該補助⾦制度を⾏政レビュー時には別名（⾃社⽤の鉄鉱⽯採掘（captive mining 

of iron ore））で呼称しており、また特定性に関する認定にも若⼲の差異が⾒られる。

しかし、これらの些末な差異を除けば両者は同⼀の補助⾦制度であり、よって、鉄鉱

⽯の採掘権は新たな補助⾦には該当しない（para. 7.276）。 

l ⽯炭の採掘権に関しては、USDOC は、インド政府がタタ社に当該採掘権を認可した

ことを同⼀の記録上の証拠にもとづき継続して認定している。よって、⽯炭の採掘権

も新たな補助⾦には該当しない（paras. 7.277-279）。 

 

8. ⽶国の履⾏措置の存否（DSU21.5 条）  

l 原審において、19 USC § 1677(7)(G)(i)(III)（1930 年関税法 771 条(7)(G)(i)(III)）がそれ

⾃体として（as such）補助⾦協定 15.1 条〜15.5 条に違反する旨認定されたが、イン

ドは、⽶国が DSB 勧告の関連部分を実施していないと主張。他⽅で⽶国は、USDOC

がCVDまたはADの同⽇調査を職権では開始しないとする裁量を⾏使してきており、

当該裁量の将来的な⾏使も約束していることを理由に、インドの主張はあたらないと

する（paras. 7.281, 7.302-303）。 

l US – Gambling (Art. 21.5 – Antigua and Barbuda)事件パネルが⽰した通り、「（勧告及び

裁定を）実施するためにとられた措置」の存否は、問題となる履⾏措置の形態（form）、

内容（substance）、時機（timing）に照らして評価される。とくに as such 違反の是正

の場合には、履⾏措置の形態として、違反認定を受けた措置に関して何らかの「変化

（change）」を⽣じさせるものでなければならず、その内容は、違反措置の撤回と同

等の効果をもつことが期待される（通常は法令上の権限の修正）（paras. 7.304-308）。 

l まず、該当の⽶国法令は原審以来修正されることなく存続しており、法令上の権限も

そのままとなっている。そのうえで、USDOC の「約束」が履⾏措置に該当するか否

かを検討すると、当該「約束」の形態や時機を詳らかにするための証拠がなく、この

点に関するパネル質問に対しても⽶国は回答しなかった（paras. 7.309-315）。 
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l このように該当法令の修正がなく、WTO 違反認定を治癒するための他の何らかの「変

化」の存在も⽰されていない以上、本件に関する履⾏措置が存在するとはいえない

（para. 7.319）。 

 

9. 損害に関する as applied申し⽴て（補助⾦協定 15.1 条、15.2 条） 

（1） USITC の⽤いた⽅法とデータに関する⽋陥の主張 

l インドは、USITC が⽋陥のある価格⽐較⽅法とデータを⽤いることにより、適切な

損害評価を実施しなかったと主張する（para. 7.324）。 

l 本件にて USITC は、2001 年の当初の決定時に⽤いたものと同じ⽅法、データ、記録

上の証拠に依拠して 129 条決定を⾏っている。そして、当初の決定時に USITC が⽤

いた⽅法について、インドは原審段階では何ら請求を⾏わなかった（para. 7.326）。 

l インドの本請求は原審で提起しうるものであったため、本件履⾏確認⼿続の対象外

である（para. 7.328）。 

（2） USITC がデータを無視したとする主張 

l インドは、USITC が 129 条決定において当初の記録から情報を削除しており、当該

情報を考慮した場合には、実質的な損害の発⽣について正反対の結論が導かれてい

た筈だと主張（para. 7.329）。 

l 本請求も、当初の決定時から変更されていない側⾯に関するものであり、インドは

原審段階で本件を提起しうる⽴場にあったにもかかわらず、そうしなかった。よっ

て、インドの請求は本件履⾏確認⼿続の対象外である（paras. 7.331-332）。 

（3） USITC が価格の下回り（price undercutting）の著しさを決定しなかったとする主張 

l インドは、USITC がその価格効果分析において、価格の下回りがなぜ著しいとみな

されうるのかにつき何ら議論をしていないと主張（para. 7.337）。 

l 先例で⽰されているように、補助⾦協定 15.2 条は、価格の下回りが著しいとする結

論を出すうえで調査当局が考慮しうる⼜はしなければならない要素の範囲を限定し

ておらず、かかる分析は、利⽤しうる証拠や事案の特定の状況に依存する（para. 7.349）。 

l 本件にて USITC は、価格の下回りの頻度とともに種々の実証的証拠にも⽬を向けて

おり、客観的な評価を⾏っている（paras. 7.351-354）。 

l よって、インドは USITC の補助⾦協定 15.1 条、15.2 条違反を⽴証していない（para. 

7.355）。 
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10. 損害に関する as applied申し⽴て（補助⾦協定 15.1 条、15.4 条） 

l 多くの損害要因に上向きの傾向（positive movement）がある場合、かかる傾向にもか

かわらず国内産業が実質的な損害を被っていることにつき、調査当局は説明をする必

要がある旨、インドは主張（para. 7.357）。 

l China – GOES 事件で上級委員会が⽰した通り、補助⾦協定 15.4 条は、単に国内産業

の状態を評価するだけでなく、補助⾦の交付を受けた輸⼊産品の国内産業に及ぼす影

響（impact）を検討することを調査当局に求めており、また、国内産業の状態との関

係で当該輸⼊産品の有する説明⼒（explanatory force）の検討も求められる（para. 7.360）。 

l 129 条決定における USITC の幅広い検討内容（インドの指摘事項も含まれている）

に鑑みると、そこで⽰された検討と説明は15.4条の要件に合致する（paras. 7.363-365）。 

l よって、インドは USITC の補助⾦協定 15.1 条、15.4 条違反を⽴証していない（para. 

7.366）。 

 

11. 因果関係および不帰責（補助⾦協定 15.1 条、15.5 条） 

（1） USITC は因果関係の⽴証を怠ったかどうか 

l インドは、USITC が、数量および価格効果が僅かである（insignificant）ことに照ら

して損害の性質を評価することを怠ったと主張するが、それ以上の説明はない。よ

って、インドは本請求に関して⼀応の証明を⾏っていない（paras. 7.369-370）。 

（2） USITC は不帰責分析において、知られている要因の考慮を怠ったかどうか 

l 上級委員会が判⽰した通り、調査当局は不帰責分析において、補助⾦の交付を受け

た輸⼊産品による損害と他の知られている要因による損害を峻別しなければならな

い。本パネルもかかる分析枠組を採⽤し、インドの各請求を検討する（para. 7.374）。 

（a） 補助⾦を交付されていない輸⼊産品の国内産業に対する影響の検討の有無 

（i） 補助⾦は交付されていないが、AD 税の対象となる輸⼊ 

l 1999 年以来、ブラジル、⽇本、ロシア産の熱延鋼板が AD 税に服していたところ、

これら3カ国からの輸⼊は必然的に国内産業に損害を与えている他の要因であり、

⽶国はこうした要因の検討を怠った旨、インドは主張（para. 7.377）。 

l 129条決定の内容から、USITCが上記要因を検討していたこと⾃体は認められる。

そのうえで、3カ国からの輸⼊の影響の性質と程度を USITC が適切に説明したか

が問題となる。この点、これらの輸⼊に AD 税が賦課されたことで、1999 年中頃

までに国内産業は回復したが、その後、補助⾦の交付を受けた輸⼊の増加と時を
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同じくして再び業績が悪化した。こうした時間的相違は、15.5 条における同時性

の要件に鑑みると重⼤である。USITC の分析は、3カ国からの輸⼊の損害効果が

AD 税賦課により緩和された後に、補助⾦の交付を受けた輸⼊の損害効果が実質

化したことを明らかにしている（paras. 7.379-381）。 

l よって、USITC は上記 3カ国からの輸⼊を区別し、その効果の性質と程度を説明

したといえる（para. 7.383）。 

（ii） 不帰責：「累積されていない」ダンピング輸⼊ 

l 原審では、アルゼンチン等 5カ国からの補助⾦交付を受けた輸⼊と、中国等 6カ

国からのダンピング輸⼊（補助⾦交付なし）を相互累積（cross-cumulate）したこ

とにより、USITC の補助⾦協定 15 条違反が認定された。これを受けた 129 条決

定では、USITC は累積評価を⾏わず、補助⾦交付を受けた輸⼊の損害効果のみを

検討した。インドは、USITC が中国等からのダンピング輸⼊を不帰責分析におい

て検討しなかったと主張（paras. 7.384-385）。 

l USITC はその不帰責分析において、CVD 調査の対象にならないすべての輸⼊産

品を単⼀のグループとしてその影響を検討しており、AD 調査の対象産品と貿易

救済⼿続の対象になっていない産品を区別せずに数量や市場シェアの低下を議論

していた。この点、すべての第三国からの輸⼊が必ずしも有害であるとは限らな

いが、第三国の⼀部からの輸⼊が有害であることを当局が認識している状況はあ

りうる。当初調査において、該当のダンピング輸⼊が国内産業に損害を与えた要

因であることを USITC ⾃⾝が決定していたことに鑑みると、本件 129 条⼿続は

まさにそうした事案である。また不帰責分析においては、当局が⼊⼿したすべて

の関連証拠にもとづき結論を出すことが期待されるが、記録上の証拠は、利⽤可

能であった証拠の検討を USITC が怠ったことを⽰唆する（paras. 7.389-394）。 

l 以上より USITC は、当該ダンピング輸⼊を国内産業に損害を及ぼす要因として

評価したとはいえず、補助⾦協定 15.1 条、15.5 条に違反する（para. 7.395）。 

（b） 不帰責：⼯場の閉鎖 

l インドは、調査対象期間に⽶国⽣産者が⼯場の閉鎖と熱延鋼製品の⽣産中⽌を経験

したことについて、USITC が留意することを怠ったと主張（para. 7.396）。 

l ⼯場の閉鎖については USITC の当初の決定の⽂脈で既に議論されており、事実的な

背景は変化していないこと、原審にてインドが関連する請求を提起していなかった

こと等に鑑みると、本請求は本件履⾏確認⼿続の対象外である（para. 7.398）。 
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（c） 不帰責：需要の縮⼩ 

l インドは、USITC が調査対象期間における⽶国内の需要縮⼩による損害を検討する

ことを怠ったと主張（para. 7.406）。 

l 129 条決定の⽂⾔をふまえると、USITC は需要の縮⼩を認識していただけでなく、

本要因の損害効果と補助⾦交付を受けた輸⼊産品の損害効果を区別していたといえ

る。よって、インドは⾃らの主張を⽴証していない（paras. 7.408-410）。 

 

12. 過去に合意された CVD 税率の終了（補助⾦協定 19.3 条） 

l USDOC と JSW スチール社およびタタ社とのあいだで合意された CVD 税率と、129

条⼿続において新たに決定された CVD 税率が存在するところ、USDOC は両者を⽐

較し、後者が優先する理由を説明しなかったことにより、適正な額（appropriate amounts）

を課するとした補助⾦協定 19.3 条に違反した旨、インドは主張（para. 7.420）。 

l 補助⾦協定上、賦課される CVD 税率の「適正さ」を検討するうえで、過去に国内裁

判⼿続で決定された税率との⽐較が必要であるとは思われない。こうした⽐較の義務

が存在しない以上、USDOCの説明は合理的かつ⼗分なものといえる（paras. 7.429-431）。 

l よってインドは、USDOC の補助⾦協定 19.3 条違反を⽴証していない（para. 7.438）。 

 

13. 補助⾦協定 10 条および GATT6 条 

l これらの請求は他の検討結果に付随する請求（consequential claims）であるが、⽶国

調査当局の決定が補助⾦協定 2.1 条（c）、15.1 条、15.5 条に違反すること等を既に認

定していることから、その限りにおいて⽶国は補助⾦協定 10 条にも違反する。また、

上述の違反認定の存在ゆえに、⽶国は GATT6 条にも違反する（paras.7.442-443）。 

 

IV. 考察3 

1. 公的機関 

l 補助⾦協定 1.1 条（a）（1）における公的機関性の評価について、本件パネルは上級委

員会の従来の解釈論を踏襲し、法的基準としての「政府権能（governmental authority）」

 
3 本件履⾏確認パネル報告書に関する他の評釈については、上野⼀英「WTOアンチダンピング等最新判
例解説 69 相殺措置調査において公社の公的機関該当性を判断する際の証拠基準」『国際商事法務』49巻
3号（2021年）363-370⾴も参照。 
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と証拠上の基準としての「有意な⽀配（meaningful control）」を峻別したうえで、本件

へのあてはめを⾏った。 

l パネルは、⽶国調査当局による公的機関性判断の協定整合性を検討する前段階で、そ

もそも調査当局が上記の法的基準に準拠したのか否か（調査当局の準拠する法的基準

の適切性）を詳細に検討したうえで肯定しており（paras. 7.27-55）、その後、インドの

各請求を検討しすべての請求を退けた。かねてより「政府⽀配」アプローチ4を基軸

としてきた⽶国調査当局が、本件再調査においては実質的に「政府権能」アプローチ

を採⽤し、そのうえで⾃らの公的機関性判断について協定整合性の認定を得たことは、

従来厳格すぎると批判されてきた法的基準のもとでも、⽶国の調査実務がワークしう

ることを⽰した例として注⽬される。なお周知の通り、対中国の事案においても⽶国

の公的機関性判断の協定整合性を認めた判例が既に存在することに鑑みると5、公的

機関に関する法的基準それ⾃体に向けられてきた懸念は、事実上その問題としての程

度が⼩さくなっており、焦点は、当該法的基準の内容ないし認定⽅法の明確化に移⾏

しつつあると考えられる6。 

l 本件パネルの具体的なあてはめに⽬を向けると、本件にて⽶国調査当局は、①NMDC

の担う鉱業が、インド法秩序のもとでは元来インド政府の果たす機能であること、②

NMDC の輸出規制がインド政府の政策にしたがったものであること、③インド政府

に任命された取締役が、インド政府を代表するかたちで NMDC の活動に積極的に関

与していたこと、④NMDC の⾃律性の根拠とされたミニラトナの地位は、上記認定

との関係では反証材料にならないこと等を詳しく認定していたところ、パネルはこれ

らの認定にもとづく⽶国調査当局の公的機関性判断の合理性を認めた。調査当局の上

記 4 つを含む認定は、「インド政府→NMDC」という単なる⼀⽅向の⽀配関係の確認

にとどまらず、両者のより詳しい関係性、とくに、NMDC が政府権能を担い積極的

に⾏使している様を確認する意味合いを持つものであり、こうした認定が証拠によっ

て⽀えられている以上は、パネルの上記評価も妥当と思われる。 

l 他の解釈論上のポイントとして、団体の個々の⾏為の商業的／⾮商業的性格と公的機

関性判断との関係について、パネルの⾒解が⽰された。パネルによれば、⾏為の商業

的／⾮商業的性格は、公的機関性判断にとって必ずしも無関係ではないが、それはあ

 
4 公的機関性の法的基準に関する「政府⽀配」アプローチと「政府権能」アプローチについては、
Wolfgang Müller, WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures: A Commentary (Cambridge 
University Press, 2017), pp. 66-73を参照。 
5 Appellate Body Report, US – Countervailing Measures (China) (Art. 21.5 – China), WT/DS437/AB/RW, paras. 
5.90-5.126. 
6 この点につき、清⽔茉莉「WTOアンチダンピング等最新判例解説 56 相殺関税調査における公的機関性
の判断基準及び利益に関する国外ベンチマーク使⽤の条件」『国際商事法務』48巻 2号（2020年）217-
218⾴。 
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くまで、当該⾏為が団体それ⾃体の特性を明らかにすることに資する限りにおいて証

拠的な価値を持つにすぎないとされた。これはすなわち、ある団体の個々の⾏為の性

格から直ちに公的機関性の有無が導かれることはないとする趣旨であるが、こうした

理解は、公的機関性判断の焦点が、個々の⾏為ではなく組織体としての団体そのもの

にあるとした上級委員会の先例7に沿ったものといえる。 

l 活動領域の公私により団体の公的機関性が左右されるか（営利企業のような私的領域

で活動する団体は公的機関に該当するか）という論点についても、パネルは補助⾦協

定の⽬的に照らして、こうした区分にもとづく⼀律の公的機関性判断を否定した。 

 

2. 利益 

l 補助⾦協定 14 条（d）における「妥当な対価（adequate remuneration）」を決定するた

めの価格ベンチマークに関して、本件では、インド国内における⾼品質鉄鉱⽯の価格

情報（とくに鉄鉱⽯輸出協会の価格表とタタ社の⾒積価格）のベンチマーク性が問題

となった。具体的には、以上の国内価格情報が暫定的もしくは⾒積段階の価格であっ

たところ、こうした「現実のものではない価格（non-actual price）」が適切なベンチマ

ーク⾜りうるかが争点となった。 

l 本件パネルは、ベンチマークとして国内市場価格（market-determined price）がまず選

好されるとした先例を踏襲したうえで、該当の国内価格情報が暫定的・⾒積段階の価

格であったことについて、この種の推定上の価格には市場原理による変動の余地が残

されていることから、基本的には 14 条（d）上の「⼀般的な市場の状況」を⽰すもの

にはならないと判⽰した（ただし例外がありうることも指摘）。 

l こうした判⽰は、「現実のものではない」国内価格の位置づけを明確化するものであ

り、翻って国外価格ベンチマークに依拠しうる場合の明確化にも貢献したといえる。

とはいえ、パネルの指摘するように例外的な場合もあることに鑑みると、結局のとこ

ろ調査当局は、「現実のものではない価格」であることを理由に安易に当該価格のベ

ンチマーク性を否定することはできず、当該価格が国内市場価格を反映するものかど

うかを慎重に精査する必要がある。 

l 以上のほかに、公的機関と推定される団体（本件では NMDC）の輸出価格のベンチ

マーク性も争点となった。本件では、⽶国調査当局がその公的機関性判断に照らして

NMDC の輸出価格のベンチマーク性を否定したことにつき、パネルは⽶国調査当局

のかかる認定を⽀持した。ただし、パネルが以上の認定を⽀持したのは、公的機関の

 
7 Appellate Body Report, US – Countervailing Measures (China) (Art. 21.5 – China), WT/DS437/AB/RW, paras. 
5.100-5.101. 



 

 17 

決定した価格だからという理由ではなく、当該価格が市場価格を反映したものとはい

えないことにつき、⽶国調査当局が証拠にもとづき検討していたことを根拠とするも

のであった。 

l 要するに、ベンチマーク性の評価にとって、価格が公的機関によるものか否かは直接

的には関係がなく、当該価格が市場により決定されているか否かが唯⼀の基準として

どこまでも重視されていることが、ここでも理解される。こうしたパネルの姿勢は、

上級委員会の提⽰した厳格な基準、すなわち、政府と関わりのある価格（government-

related prices）だからといって必ずしも価格歪曲が⽣じるわけではなく、この種の価

格であっても市場により決定されている（市場価格）かどうかを精査しなければなら

ないとする判⽰8と、軌を⼀にするものといえる。 

l 本件のようなインド市場における場合はともかく、いわゆる国家資本主義を採⽤する

中国市場においては、⼀⽅では中国企業の活発な市場競争が展開されながらも、他⽅

で市場に対する政府の⼲渉が幅広く存在しており9、こうした特性を有する市場にお

いては、調査当局が国内価格の歪曲の有無を評価するのは容易でない。したがって、

先例で⽰されたベンチマーク基準の妥当性は引き続き問題となりうる。 

 

3. as such 違反に関する履⾏措置の存否 

l 本件パネルは、US – Gambling (Art. 21.5 – Antigua and Barbuda)事件パネルの判⽰を参

照しつつ、履⾏措置の存否は、問題となる措置の形態（form）、内容（substance）、時

機（timing）に照らして評価されること、とくに as such 違反の是正の場合には、履⾏

措置の形態として、違反措置に関して何らかの「変化（change）」を⽣じさせなけれ

ばならないこと、そしてその内容は、違反措置の撤回と同等の効果を持つものでなけ

ればならないことなどを整理し明確化した。 

l 本件では、原審において as such 違反が認定された 1930 年関税法 771 条(7)(G)(i)(III)

が何ら修正されておらず、その⼀⽅で⽶国は、USDOC が CVD／AD の同⽇調査を職

権では開始しないとする裁量を⾏使しており、当該裁量の将来的⾏使も約束している

ことを理由に、当該違反認定に関しては履⾏済であると主張した。よって、パネルの

検討の焦点は、⽶国のかかる⼀⽅的約束が上記の条件に合致する履⾏措置といえるか

否かであった。パネルは⽶国の約束を形態・内容・時機の観点からそれぞれ検討し、

その形態および時機がそもそも不明であること、また仮に⽶国の DSB声明等が約束

 
8 E.g., Appellate Body Report, US – Countervailing Measures (China), WT/DS437/AB/R, paras. 4.60-65. 
9 中国市場における市場競争と政府⼲渉（国有企業経由を含む）の混淆については、丸川知雄『現代中国
経済〔新版〕』（有斐閣、2021年）76-90, 225-265⾴が詳しい。 
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に該当するとしても、その内容が漠然としており当該約束の範囲を評価するうえで必

要な詳細さを⽋くこと、原審で指摘された瑕疵を必ずしも⼗分に修正するものではな

いこと等を理由に、履⾏措置には該当しないと判断した。 

l 以上の判⽰や、同様の状況で履⾏措置の存否が問題となった Canada – Aircraft (Art. 

21.5 - Brazil)事件パネルの判⽰10を踏まえると、法令の修正を伴わない as such 違反の

履⾏措置が認められるためには、少なくとも以下の条件を満たす必要があると考えら

れる。すなわち、①DSB 勧告後にとられた措置であって（時機）、②違反認定を受け

た措置に関して何らかの「変化」を⽣じさせるものであること（形態）、③そこで求

められる「変化」とは、問題となる対象協定上の規定に照らして違反原因を除去する

効果を持つものであって、その内容が⼗分明確かつ具体的に⽰されていること（内容）

である。 

 

4. ⽶国による上訴通知（Notice of Appeal）を⽋く上訴 

l 本件パネル報告書発出後の 2019 年 12 ⽉ 18 ⽇に、⽶国は DSB に対して上訴決定の

通知を⾏ったが11、「上訴通知（Notice of Appeal）」は提出されておらず、イレギュラ

ーな上訴意思の表明となっている。 

l この点、上訴⼿続に関する詳細を定めた Working Procedures Relating to Appellate 

Review12の第 20項（1）によれば、上訴⼿続の開始要件として、DSBへの上訴の通知

と同時に、上級委員会事務局に対して「上訴通知（Notice of Appeal）」を提出するこ

とが求められている13。 

l 本来であれば、このような「上訴通知」を⽋く上訴は無効と思われるが、当の⽶国は、

上級委員会の機能停⽌という特殊事情を理由にこうした上訴の意思表明を⾏っている

ようであり、他⽅のインドも⽶国の⼿法を是認している状況である14。上級委員会を

⽋く WTO 紛争処理制度のもとで、こうした上訴⽅式の適法性ないし位置づけは不明

と⾔わざるを得ないが、その結果、本件紛争が紛争処理⼿続上いかなる段階にあるの

かについても不明瞭な状態のままとなっている。 

 

（了） 

 
10 Panel Report, Canada – Aircraft (Art. 21.5 - Brazil), WT/DS70/RW, para. 5.144. 
11 WT/DS436/21. 
12 WT/AB/WP/6. 
13 上訴通知（Notice of Appeal）に記載されるべき内容は、Working Procedures Relating to Appellate Review
の第 20項（2）に定められている。 
14 WT/DS436/22. 


